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Ⅰ．１  調査研究の背景と目的  

少子化対策の重要な課題である「働き方の見直し」のためには、ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）に向けた、企業の自主的かつ積極的な取組が不可欠である。 

ワーク・ライフ・バランスに関する諸外国の先進的取組事例の調査をみると、ワーク・ライ

フ・バランス施策によって、従業員の生活の質が向上すると同時に、企業業績にも効果（メリ

ット）があったと報告されている。また、こうした先進的取組事例についての成功要因を分析

し、他の企業に情報提供を行うことにより、ワーク・ライフ・バランスに向けた企業の取組を

推進することとしている。 

わが国において、ワーク・ライフ・バランスに対する企業などの取組が十分に進まない背景

には、具体的な方策についての情報が不足していること、取組による企業にとっての効果（メ

リット）が明らかになっていないことなどがあると考えられる。 

内閣府では、みずほ情報総研株式会社に委託して、仕事と子育ての両立支援に結びつくワー

ク・ライフ・バランスに関して先進的な取組事例を収集し、特徴や傾向、取組の成功要因など

の分析を行った。具体的な調査内容は以下の通りである。 

 

① ワーク・ライフ・バランスに関する企業などによる先進的取組事例の情報を収集し、そ

の取組内容について整理することで、わが国におけるワーク・ライフ・バランスへの取

組内容のバリエーションを探る。 

② 詳細な情報が得られた先進的な事例について、ワーク・ライフ・バランス施策の導入の

経緯、施策の運用と活用の実態、施策導入による効果、取組成功のポイントなどを分析

する。 

③ ワーク・ライフ・バランスへの取組を進めようとする企業などの示唆となるように、ワ

ーク・ライフ・バランス施策のメニューやその効果、成功ポイントを整理する。 
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Ⅰ．２  調査研究の方法と対象 

Ⅰ．２．１  国内事例文献調査 

下記の方法により新聞・雑誌記事の検索を行った。 

 

（１）検索期間 

検索期間は、2000（平成 12）年 1 月～2005（平成 17）年 11 月の 5 年 11 ヶ月とした。 

 

（２）検索方法 

検索においては、下記の情報検索サービスを利用した。 

新聞：日経テレコン 21（日本経済新聞、日経産業新聞、日経流通新聞、日経金融新聞） 

G-search（北海道新聞、山形新聞、河北新報、下野新聞、東京新聞、中日新聞、中国新聞、

西日本新聞、静岡新聞、北國・富山新聞、京都新聞、神戸新聞、愛媛新聞、高知新聞、熊

本日日新聞、南日本新聞、琉球新報）  

雑誌：国立国会図書館 蔵書検索・申込システム（NDL-OPAC） 

 

（３）検索キーワード 

検索は、下記のキーワードで行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのキーワードに該当し、かつ見出しより本調査に関係性の深そうな新聞記事 399 件、

雑誌記事 124 件について記載内容を整理した。これらの記事に記載のあった企業数は合計 171

社であった。 

 

Ⅰ．２．２  国内企業インタビュー調査 

わが国の企業におけるワーク・ライフ・バランス施策の先進事例を集めるため、前述の文献

調査より先進的に取り組んでいると思われた 20 社に対しインタビュー調査を実施し、下記の

ファミリー・フレンドリー；ワーク・ライフ・バランス；働き方の見直し；仕事 and 生活 and 調和；

仕事 and 生活 and 両立；仕事 and 家庭 and 調和；仕事 and 家庭 and 両立；仕事 and

子育て and 調和；仕事 and 子育て and 両立；仕事 and 育児 and 調和；仕事 and 育児

and 両立；子育て and 人事；家庭 and 人事；育児 and 人事；子育て and 福利厚生；家庭

and 福利厚生；育児 and 福利厚生；子育て and 雇用；家庭 and 雇用；育児 and 雇用；次

世代育成 and 企業 
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項目について情報を収集した。 

① 会社概要 
② 導入しているワーク・ライフ・バランス施策の概要 
③ 施策導入の目的と経緯 
④ 施策の利用状況 
⑤ 施策運用の実際（休業・短時間勤務によるマンパワー縮減への対応策、休業者への

復職支援策など） 
⑥ 施策に対する要望の汲み上げ、施策見直しの取組 
⑦ 施策の効果 

インタビューの対象とした 20 社は下表の通りである。なお、20 社のうち 2 件は、企業グル

ープ全体を調査の対象とした（ミツカングループ、ニチレイグループ）。 

（従業員の少ない順） 
企業名 従業員数 事業内容 ワーク・ライフ・バランス施策に関する特徴 

株式会社 カミテ 30 名
プレス金型設

計・製作等 
男性の育児休業の利用あり。事業所内保育

施設の設置。 

株式会社 太陽商工 56 名 建設 

短時間勤務制度の導入。子どもの学校行事

参加のための時間休の承認。結婚・出産退

社した従業員の請負契約による在宅勤務

の実施。 

拓新産業 株式会社 70 名 建機リース 週休 2 日制度の完全実施。有給休暇の完全

消化推奨。柔軟な育児短時間勤務の設定。

株式会社 イノス 103 名 情報サービス 
1990 年代初めより育児による短時間勤務

を制度化。また従業員のニーズに応じて在

宅勤務も制度化。 

大福信用金庫 113 名 金融 女性の登用促進のためのリーダー会議の

開催。 

株式会社 WOWOW 237 名

衛星による放

送事業（有料

放送を含む） 

妊婦の特別有給休暇、看護有給休暇の設

定。全従業員を対象としたフルタイム・フ

レックス制の導入。 

福島印刷 株式会社 
370 名

（ 派遣 ・パ

ート含む） 

ビジネスフォ

ーム印刷 

契約・パート社員への育児休業の適用。短

時間勤務を 3 パターンより選択可能。半日

単位での有給休暇を年 20 回取得可能。 

エスアイアイ・マイク

ロテクノ 株式会社 422 名
精 密 機 械 部

品・製品製造 

1980 年代後半に多くの従業員が妊娠・出産

の時期を迎え、それに対応する形で育児休

業を制度化。 

株式会社 ふくや 
583 名

（準社員 ・

パー ト含

む） 

食品製造・販

売 

育児のための勤務体系を 7 パターンから選

択可能。子どものための行事に業務時間内

で参加可能。地域の役職参加のための手当

あり。 
河村電器産業 株式会

社 
1,054 名

電気・電子機

器製造・販売 
法定を超える育児休業期間の設定。短時間

勤務制度の設定。 

株式会社 関西スーパ

ーマーケット 1,137 名

流通（スーパ

ー マ ー ケ ッ

ト） 

3 パターンから選択できる育児・介護短時

間勤務制度の設定。男性の利用もあり。 
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企業名 従業員数 事業内容 ワーク・ライフ・バランス施策に関する特徴 

株式会社 新生銀行 2,152 名 金融 事業所内保育施設の設置。法定を超える育

児休業期間の設定。 

ミツカングループ 
2,939 名

（ 派遣 ・パ

ート含む） 
食品製造 

育児休業期間中に雇用保険に上乗せして

の経済的支援の実施。職種によりフレック

スタイムを適用。 

株式会社 資生堂 3,126 名
化粧品製造・

販売 

法定を超える育児・介護休業期間の設定。

短時間勤務制度も法定の期間を超えて設

定。事業所内保育施設を設置。 

住友商事 株式会社 4,643 名 総合商社 
法定を超える育児休業制度の設定。ワーク

＆ライフ・バランスポリシーの制定。カウ

ンセリングセンターの設置。 

ニチレイグループ 5,575 名 食品製造等 

女性従業員の登用からはじめ、OG 社員の

派遣制度、在宅勤務制度（トライアル実

施）、長時間労働の見直し、ワーク・ライ

フ・バランスセンターの設置を実施。 

株式会社 髙島屋 7,477 名 流通（百貨店）

育児休業、再雇用制度を 1980 年代より導

入。90 年代初めより各種の時短・時差勤務

制度を実施。 

富士ゼロックス 株式

会社 
14,413 名

情報通信機器

製造販売 

男性の育児休業取得あり。法定を超える介

護休業期間の設定。休業開始前の面談の実

施。短時間勤務制度の導入。育児のための

深夜業及び時間外労働制限制度の導入。 

日本 IBM 株式会社 19,145 名 情報サービス 

法定を超える育児休業制度の設定。育児・

介護を理由とした短時間勤務のほかに全

従業員が対象となるフレックスタイム制

度、在宅勤務制度あり。イントラネット上

での情報提供サービスを実施。 

日産自動車 株式会社 32,117 名 自動車製造 
法定を超える育児・介護休業期間の設定。

フレックスタイムと短時間勤務の設定。事

業所内保育施設を設置。 
 

なお、これら 20 社を、業種と従業員数で分類すると、下表の通りとなる。 

業種＼従業員数 300 名以下 300 名超 1,000 名以下 1,000 名超 

製造（B to C）  ふくや 

ミツカングループ 
ニチレイグループ 
資生堂 
日産自動車  

製造（B to B） カミテ エスアイアイ・マイク

ロテクノ 
河村電器産業 
富士ゼロックス 

建設 太陽商工   
情報サービス イノス  日本 IBM  

流通   関西スーパーマーケット 
髙島屋 

金融 大福信用金庫  新生銀行  
放送 WOWOW   
印刷  福島印刷  

建機リース 拓新産業   
総合商社   住友商事 

（注）“B to C” は一般消費者が主顧客の企業、“B to B” が企業が主顧客の企業。 
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Ⅰ．２．３  海外事例文献調査 

ワーク・ライフ・バランスへの取組においては欧米諸国がわが国に先行しており、本調査研

究でいう「成功」事例とされるものも少なからず見出されている。そこで、米国、英国、ドイ

ツの事例についても文献調査を行い、わが国におけるワーク・ライフ・バランス施策推進のた

めの有用な示唆を得ることとした。 

 

Ⅰ．２．４  有識者インタビュー調査 

下表の有識者に対してインタビューを行い、以上の文献調査、企業インタビュー調査、海外

事例調査を実施、とりまとめるにあたっての助言を得た。なお、P&G の北尾氏・柴山氏へのイ

ンタビュー内容の一部は、同社に関する企業情報としても活用した。 

（順不同） 
氏名（敬称略） 所属・役職 

大沢 真知子 日本女子大学 人間社会学部 教授 

 
北尾 真理子 
柴山 純 

Ｐ＆Ｇファー・イースト・インク  

ヒューマン・リソーシズ ダイバーシティ担当マネージャー

エクスターナルリレーションズ  

       ダイバーシティ担当シニアスーパーバイザー

榊原 智子 読売新聞東京本社 編集局生活情報部 記者 

武石 恵美子 ニッセイ基礎研究所 上席主任研究員 

パク・ジョアン・スックチャ 有限会社アパショナータ代表  ワーク・ライフ・コンサルタント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


